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装飾される室内空間とそれを解読する視線は，エ  

ドガー・アラン・ポーやコナン・ドイルのような  

探偵小説を生み出したという．   

現代における単身女性の室内空間も読み取られ  

るべき記号として，メディアに登場する．雑誌の  

誌面空間を占有する画像，居住者である女性を配  

し室内をフレームに収めた写真はそれぞれの主体  

に対してどのような意図を持っているのか．出版  

側については既に述べたが，取材の対象としての  

女性達はどうであるのか．全く他者に対して’閉ざ  

された私的空間であるならば，こうした取材に応  

じるとは考えられない．読者全員に自分の部屋を  

見てもらいたいとは言わないまでも，雑誌の取材  

を部屋に上げ，問題ない範囲で写真に収めること  

も許容する単身女性は少なくないことが分かる，  

そもそも，一人暮らしの部屋は全くの私的空間で  

はない．先述した『an・an』の読者アンケートの結  

果からも，雑誌記者は「件のいい友達を部屋に招  

いて夜通し語り明かすのは，ひとり暮らしの楽し  

さのひとつ．」と書いている．衣服の着用が単なる  

体温の維持や外界からの保護で石享なく，自己表現  

の一つの手段であるように，室内空間の装飾は多  

くの人にとって比較的親しい人に対して自らの一  

面を主張する手段でもある．   

11日常生活，私的空間の境界  

大雑把にいって，若い女性向けの週刊誌などの  

情報メディアが余暇活動や外出を促進する情報か  

ら家庭内での過ごし方に関する情報を提示するよ  

うになったのは最近のことである．「バブル崩壊」  

という理由＝大義を設けることで，私的生活／あ  

るいは室内空間という新たな情報のジャンルを獲  

得した．   

一方，地理学は日常生活や私的生活にどう向き  

合ってきたのだろうか．人々の「普通の」行動を  

理解しようとしてきた行動地理学にとって「日常」  

とは最も重要とされた．川口・神谷（1991）で「日  

常生活」の語は頻繁に登場するし，岡本（1998，  

p．23）ではキーワードにも選択され，その展望論文  

の目的を「認知と行動をめぐる問題を人々の具体  

的な日常生活行動の中で捉える」としている．そ  

れに対し，様々な事例を盛り込んだ社会・文化地  

理学の教科書（荒山・大城，1998）には個々人の  

第1表 アンアン読者のひとり暮らし白書  

住まい編   

Ql  ひとり暮らし歴は？   

Q2  ひとり暮らしを始めたきっかけは？   

Q3  これから欲しい家具，家電は？   

Q4  買ったけど使っていない家具，家電は？   

Q5  現在住んでいる部屋の間取りは？   

Q6  1週間の掃除＆洗濯の頻度は？   

食事編   

Q7  1か月の食費は？  

q8  自炊と外食の割合は？ 

Q9  云ンビ主は週に何回利用する？   

QlO  常備している食材は？   

友人編   

Qllご  1か月の交際費は？   

Ql早  長電話は週に何回？   

Q13′  友達は週に何回泊まる？   

Q14  男友達は部屋に入れる？   

恋人編   

Q15  琴人はし）ますか？   

Q16  彼とは「人暮らしを始めてから？   

Q17  彼は週に何回家に来る？   

Q18  彼が家■に来る前にすることは？   

ひとりの時間編   

Q19  家でひとりで過ごす平均時間は？   

Q20  ひとりで過ごす時間卑ま何をしていますか？   

にかけて，世界中の未知なる土地からあらゆる物  

がある空間に蒐集され，配列・分類された．博物  

学とは可視的なものを言語体系に変換する作業で  

あった．「博物学とは，まさに可視的なものに名を  

あたえる作業なのだ」′（フーコー，1974，p．155）．  

時代が下り，博物館が博覧会から百貨店へと姿を  

変えると同時に，公的な空間から私的な空間，室  

内で行われることになってもその本質はあま〉り変  

わらない．「室内という空間がテクスト空間に他な  

らない」（高山，1992，p．120）といわれるように，  
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スタイリスくトなる人物による室内空間づくりの提  

案である．「あなたの五感を和ませる，手触り，匂  

い，静寂…．」とあるように，感覚ごとに室内空間  

に配置するモノをどのように選択すれば心地よい  

部屋になるのかをまとめている（第3表）．  

第3表 五感に基づくインテリアのポイント  

スペース」と題した3真のモノクロ貢では，11人  

が取材され，部屋全体ではなく，特にこだわりの  

ある部屋の一部分（トイレやキッチン，お茶やお  

酒，こだわりの小物など）の写真を掲載し，住人  

のコメントを載せている．続く「個性的なアイデ  

アで，和める我が家」と題されたカラーの3真に  

は，7人のこだわりあるインテリアによる部屋が  

紹介される．前半の部屋作りのコンセプトをそれ  

ぞれ独自に実践している，絵になる部屋の図像が  

掲載されている．「おしやれ有名人」なる人物は，  

モデルやデザイナー，アーティストなどの美的感  

覚を職業にしている人達である．ファツシヨン誌  

を購入するような読者に対して，メディアで目に  

触れる－機会の多い美しい女性とその女性の美を支  

えるデザイナーやスタイリスト，そうした人達が  

自らのために作り出す室内空間はやはりお手本に  

できるもの．一方，そうした表舞台で活躍する人  

達がどんな私生活に支えられているのか，どんな  

私生活で「癒される」ことによって仕事で成功で  

きる■のか．読者が誌面に寄せる視線には，そんな  

想いが寄せられる．「癒される」，すなわち私的空  

間で自分らしさを取り戻す，そのために必要なも  

のとして誌面に登場するコンセプトも最近よく目  

にするものである－（一人暮らしだからベラン  

ダで）ガーデニング，カフェ，ペット   

この特集は，同じ『an・an』でありながら，成瀬  

（2000）で若干言及した1999年8月6日の特集  

「一人暮らしは，淋しくないJ」とは編集の方針は  

異なっている．紙面の構成はあまり変わらないの  

だが，ここでどこにでも見え隠れしていた男性の  

姿が，2000年9月の特集ではほとんど排除されて  

いる．1年余りで全く同じような特集を阻む必要  

がないのかもしれないが，2000年の特集では，男  

性との生活があっても自分だけの時間と空間を確  

保する必要性を説いているようにも解釈できる．   

1V 世界の縮図，人類学的標本：『MUTTS』  

に登場する女性達   

『MUTTS』はマガジンハウス社から2000年5  

月に創刊された週刊誌で，表紙には「わがまま  

ファッション誌」とあり，読者からの情報提供を  

重要視している．1970年創刊の週刊誌『an・an』  

が巻末の50亘を全て広告に当てているのに対  

感覚   ポイント   効 果   

触  素材感や柄   暖かみ，ぬくもり   

匂  中古，ハンドメイド  感情や記憶   

音  低い目線   静けさ   

『an・独』（2000年9月29日号）の記事に基づいて作成．  

岩立氏による提案は6頁で終わってしまうが，  

以降の誌面は商品のカタログと化す．糸氏面の構成  

や雰囲気はそのままに，部屋作りの理論から実践  

へと移行していく．実際にどのようなモノを一買い  

揃えたらいいのか．例えば，香りに関するもので  

あれば，お香やキャンドル，エッセンシャルオイ  

ルを，1玄関や寝室，浴室などにどの組み合わせで  

配置するのか．   

一方，家具の素材感を求めて，そのスタイルを  

“和’’に求める．しかも紙面にリーSTYLE」などと  

しるしたり，「欧米でも注目の“ZENスタイル”」  

などと表現したり，和の形式を過去のものや逆輸  

入ものとして価値を見出すことを通じて，敢えて，  

不自然に新しいスタイルとして「日本的なるもの」  

を取り入れることを提案する．   

特集の前半は，主にインテリアを中心とした写  

真で，部屋の画像から人物は排除されている．こ  

れは広告写真の常套手段で，ウイリアムスン  

（1985）が見出したような記号における「不在」で  

ある．この不在の空間は何もないのではなく，読  

者が自らの身を置く場として用意されている余白  

である．誌面上のショウルームといえよう．しか  

し，この人物の排除はそれだけを意味しない．そ  

れはつまり1，この部屋が具体的な誰の部屋でもな  

く，理想的で抽象的なモデル＝規範である，とい  

うことを意味する．  

『an・an』の場合は，特集の後半でも「モデルの  

提示」という基本理念は変わらない．後半では「お  

しやれ有名人」なる人物達の部屋が紹介される．  

まず，「私を癒してくれるお気に入りリラックス・  
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れに撮られている．料理や編物ノりコンに向かっ  

たり，もの書き，イラスト製作，お茶を飲む，電  

話をする．読者に覗きの視線を提供しているとま  

ではし1わないものの，この情報の意味するところ  

は『an・an』とは異なっている．多くの人に適用で  

きる規範を提供し，読者に同一化を求める『an・an』  

に対し，『MUTTS』は誌面に登場する多くの他者と  

の差異を読者は確認する．私的生活の独自性を前  

提として，親しい者同士で日常の些細な習慣を話  

題にするように，誌面を楽しむことができる．   

グローバライゼーションに伴って，我々の家庭  

生活は様々な国々での生産物によって満たされる  

ようになった．多くの生活必需品がそれと知らず  

に外国製品であると同時に，家具や小物の類に好  

んで外国製品を選択することもできる∴日本にお  

ける家庭生活の全般的なアメリカナイゼーション  

以前では欧米の家具や食器を蒐集することがある  

人々のステイタスとなり，以後では逆旦アン  

ティークもどきの家具や古き日本を孝方彿とさせる  

素朴なアジアの家具が持て嚇される．トウーリ．ズ  

ムという世界観は室内装飾一つとっても人々に深  

く根付いている．そもそも人間主体が身体を移動  

させる観光と，物をある特定の空間に移動させる  

博覧会とは密接な関係にある（吉見1992）．   

観光はそもそも日常生活を犠牲にするものであ  

り（逆にそこから逃れるといういいかたもあるが）  

束の間のものでもある．インテリアで自分のお気  

に入りの場所の雰囲気を創り上げれば居ながらに  

して観光気分を味わえる 

れた所有物を自宅に蒐集することで，結果的に部  

屋がこれらで満たされる場合もある．『MUTTS』に  

掲載された人々の暮らしには，こうしたものが少  

なくない一．また，イラストレ一夕ーやデザイナー  

の場合は，自宅兼職場としている部屋が多く，本  

来外に向けられるべき自らの作品をインテリアと  

し，公私の境界を取り払っている．世界中から様々  

な物を蒐奏することで自らの室内空間を世界の縮  

図とする一方で，イチゴ柄のグッズやペッツの容  

器などのキッチュで没場所的な物；あるいは自ら  

で生産したオリジナルのものを満たすことで独自  

ゐ世界を作り出す．まさに，室内空間も両義的な  

「世界」なのである（成瀬，1997も参照）．「物は私  

の人格を制限するよりも拡張する藷特性を具えた  

唯⊥の存在である．物たちは，数か増えても共存  

可能な唯一の存在だが，互いに差があっても，生  

物ならそうであろうように衝突し合うこともな  

く，穏やかにわたしに収赦し，何のあつれきもな  

く意識の中に累加されていく」（ボードリヤール，  

1998，pp．20－21）．   

彼女達の生活は表面上，自分の好きなものに囲  

まれて「生活の楽しさ」を醸し出している．しか  

し，それらが特定の誌面空間に数多く蒐集される  

と，あたかも「幸せな一人暮らし」の見本市とい  

う様相を呈してくる．すなわち，『an・an』は室内  

空間という抽象的な展示場所を利用した商品のカ  

タログであるのに対し，『MUTTS』は室内空間とい  

う本来あるべきコンテクストに人物を配した「一  

人暮らし女性」のカ 

『MUTTS』に登場した女性が様々な物を蒐集し，室  

内空間に配置しそめ図像を楽しむように，読者は  

女性達の暮らしが誌面空間に配置された画像を楽  

しむことができる．多木（19弛p．91）の言葉を借  

りれば，「それは空間が現実にとっても知にとって  

も同様の一つの枠組みであることを意味してい  

る」．多木（1982，p．90）によれば，そもそもカタ  

ログとヤゝうものは，商品自体大きな家具の商人が  

冊子を用いて，「家具を図像的な記号に置き換え，  

さらにこれらの記号に一定の配置を与えている」  

ものであったという．しかもその形式の原型は，  

知を体系化した『百科全書』の図版にあったとい  

う（バルト，1977）．   

図版を書物と車うテクスト空間にちりばめる，  

あるいは図版で埋め尽くすという技法は博物学と  

いう本家における動植物のみならず，人物や風景  

につ1いてもなされているが（荒俣，1994），より最  

近について考えれば，持ち運びのできるカメラの  

発明と人類学という分野の展開の同時代に生産さ  

れた人類学的写真記録が存在する（落合，1999）．  

人類学的企図の場合は，人類学という帝国主義的  

な営為を脱政治化するために，「人間から個性を取  

り去り計測の対象物にしてしまう写真術は，近代  

思考にとり最適な科学的方法だった」（落合，  

1999，p，124）．一方で，現代の『MUTTS』のよう  

な図像乙 

相学的に読み取られるべきものへと後退してい  

る．  
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単身生活であろうと，その私的空間は決して他  

者に脅かされるべきものではをい．しかし，我々  

の家庭生活の大部分が「抽象的システムにたいす  

る信頼」1（ギデンズ，1993）の上に成り立っている．  

そして癒されている気になっている自らの美的感  

覚もが，近代以降の形態を継承していることを自  

覚しておいてもよい．かといって，我々誰もが誰  

かに騙されたり躍らされているわけではない． そ  

もそも，自己と他者を，私と公とを分け隔てる境  

界など明瞭なものではないのだ．自らで私的境界  

を確たるものにすることが，逆に他者による侵略  

の恐怖を呼び起す．他者を覗き見るのは束の間の  

快楽であって，その快楽に溺れて多くの時間を費  

やすには自ちの生を犠牲にしなければならない．  
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